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岩手県土地家屋調査士会々報



　大人も子供もひとつとなってつくり上げるかぼちゃ祭り。

　たくさんのかぼちゃをともになって準備する姿に気持ちが

あたたかくなりました。

　味のある似顔絵にも思わず笑みがこぼれます。

表紙の写真について　題名「絆を結ぶかぼちゃ祭り」　下斗米佑太（二戸久慈支部）
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　先日、盛岡市「ホテル　ルイズ」において

日本土地家屋調査士会連合会東北ブロック協

議会の新人研修が実施された。

　東北各地から26名の新人と講師10名、ブロ

ック協議会役員や岩手会役員、他会視察役員

を加えると50名以上の会員が一つの目標に向

かって終結して２泊３日の新人研修を終了さ

せた。

　その目的とは参加した新人に一人の脱落者

もなく最終日に修了証書を授与していただく

事である。

　新人も大変だが、講師や組織だって動くス

タッフも大変な苦労がある。その、苦労の甲

斐があってすべての新人に修了証書を手渡す

ことが出来た。

　岩手会として６年ぶりの新人研修設営であ

ったが、本会役員が一緒になってやり遂げた

結果は大きいものがあったと思う。

　さて、私は新人研修をいつ受講したのであ

ろう？たしか、20数年前にはなるはずである。

　書庫にはまだその当時の新人研修の資料が

残っていたと記憶している。当時はＡ４サイ

ズではなくＢ５サイズの資料綴りであった。

探せば探し出せるのだが書庫は土地家屋調査

士会の資料でいっぱいである。

　私は昭和61年５月に土地家屋調査士事務所

を開設し盛岡支部の役員を経て平成７年に岩

手県土地家屋調査士会の理事にしていただい

た。

　二期４年間を理事として土地家屋調査士会

の組織に入り勉強をさせてもらいながら自分

の業務もやってきた。平成11年には総務部長

になりまた、二期４年間を常任理事としてや

ってきたが、このときは総務部長という肩書

きに負けないように夜も土地家屋調査士会の

会務を自分の事務所でやり、昼は自分の業務

をやるという取り組みをしていた。そろそろ

疲れた頃の平成15年に副会長となり二期４年

間を各部長や会長と共に会務運営をやってき

たつもりであるが、この辺から土地家屋調査

士法や不動産登記法の改正などで日本土地家

屋調査士会とも連絡を取りながら進めなけれ

ば会員を導くことが出来ないようになり、連

合会や他会と情報交換を積極的に進めてき

た。始めて見るとすぐに岩手会の情報量の少

なさを感じるようになったので平成19年に会

長として立候補し就任をしてから、情報の提

供や精査をしながら、今も走り続けているつ

もりではある。しかしこの頃は気力と体力の

バランスが悪くなっている事を実感してい

る。

　単位会の役員は先輩が築き上げてきた努力

の塊を土台として会員のために昔と変わらな

い努力をしている。また、それを支える事務

局職員も同じであって、ろくに社員教育もや

っていないのに個々の努力で役員に食らいつ
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いてくる。逆に職員から教えられることもい

っぱいあったし、震災の時は共に涙したとき

もあった。（現事務局職員の努力にも頭が下

がる思いであります。）

　調査士会と言う組織が生き物とすれば頭は

（脳）会長であったり、支える副会長や常任

理事であろう。神経は理事と理事会や支部長

会であるとすれば事務局職員は手足となって

くれる存在である。もっとも会員が居なけれ

ば調査士会という生き物は成り立たないので

あるから会員は血や肉であり骨であろう。共

にバランス良く生きていなければ成長は出来

ないのである。

　しかし、最近の健康状態は必ずしも良好と

言えないのかもしれない。なぜならば、役員

に苦労がかかりすぎるところがあるし、情報

化時代で会館に出向かなくても会務が出来る

状況になっている。

　その結果、本業を犠牲にしての会務が当た

り前のようになり役員をやって行こうとする

会員も減少していると考えている。

　いつの時代にも会の運営をして心労や体力

を消耗した先輩が居るが、このくらいの情報

時代になることは予想をしていなかっただろ

うし、事務所に居ながら登記情報をとれて申

請をオンラインでやれることは考えても居な

かったであろう。

　このような時代に突入することは本会役員

をやっていた私としては予想はしていたもの

の、会務まで影響することを予想した人はご

くわずかであったと思う。

　では、現実問題として何がおきているので

あろうか、パソコンやインターネット、メー

ルのおかげで本会の会務は大きく変わってき

てしまった。

　土地家屋調査士会や連合会からの連絡はメ

ールが多く朝に事務所に来てメールソフトを

開くと多くのメールが届いている。

　メールに書き込みをしたり処理をするのに

半日を要することもザラである。そのほかに

電話での確認もあったりするが、いちいち事

務所や連合会事務局経由で連絡を取るのも面

倒なので携帯電話を使ってダイレクトに連絡

を取ってしまう。かかってきた場合もかけて

いる場合も迷惑だろうと思いながらかけるの

だが、早く処理して自分の業務をするために

は仕方が無いようになってしまった。その結

果、相手の顔を見なくても意思疎通が出来た

ような気になっている。

　これが大きな落とし穴となって跳ね返って

くる場合もある。だからウエーブ会議などと

言うものは本来は最低限の利用にとどめたい

のだが効率だけを追求すると導入しなければ

ならなくなる。

　結果的に会務をやっている拘束時間は長く

なっていると感じているし、最近は長く経験

を積んだ事務局職員や役員が少なくなってい

るのでどのように問題に対応して良いかわか

らなくなっている場合も見受けられる。過去

の資料を振り返らずに現在の資料やインター

ネットを利用して問題解決をしようとすると

間違いが出てしまう。

　また、担当役員が解決できないからと言っ

て問題点をメールに載せて振られる場合もあ

る。これを私は交通整理と読んで、たらい回

しにした役員をしかるのだが、やはり役員も

自分の業務をもっていると、誰かに頼った方

が早く解決するので楽になる。

　そのことはわかるのだが、これでは組織と

しては問題が残ってしまう。なかなか難しい
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問題である。

最近の岩手会180名くらいの会員数を維持し

て来ているが、全国には東京会、大阪会、愛

知会のように1000名を超える会員数を維持し

ている会もある。会費に極端な差はないもの

の会員数が多いと言うことは単位会の財源も

多いことになる。

　こうなると組織としての対応も違いがある

のは当然のことである。私がうらやましく思

うことは財源の豊富さから役員の報酬にも違

いが出ていることである。

　小さな単位会の会長は会全体の把握はしや

すいものの、会務は一通り覚えておかなけれ

ばならない。いわゆるお茶くみ兼社長のよう

なものであるから、忙しさも半端ではないの

だが対価の報酬はこの紙面に書けるような金

額ではないのが実情である。

　会役員はボランティアと呼ばれる由縁であ

ろう（私はそう思わないが）もう一つうらや

ましいことがある。

　本会は会員のために存在するのだから戦略

的な行動も必要がある。

　私が言っている戦略的行動とは土地家屋調

査士制度やこれからの土地家屋調査士を検討

する機関のことを指す。

　土地家屋調査士や制度はたえず変化をして

いるのだが、会員にとっては日々の業務に追

われて変化に気がついていない方が大半であ

ろう。（地方分権、ＴＰＰ、自主権、新認証

局問題、登記手数料・・）

　財政の豊かな会にとっては戦略会議のよう

に委員会を立ち上げて我々の制度を将来的に

考える組織をもっているところもある。

　私も、一度はこのような委員会を立ち上げ

て検討をしていただきたいと思ったことがあ

ったがサポートする役員や勉強をしている会

員が少ないという点とお支払いできる財源が

無いという点であきらめなければならなかっ

た。

　このような委員会は連合会にもあるのだ

が、現在の連合会が組織として成熟している

かというといささか疑問がある。（いささか

と言うよりかなり疑問）組織が生き物である

事は前述したがバランス良く歩くための脳と

神経と手足そしてついてくる筋肉や骨がバラ

バラに行動しているようにも思える。（深刻

な問題）

　私は、いつも岩手会の総会でワンマンな会

長ですと言っているが会長職とはワンマンで

も良いと常々思っている。

　しかし、それには条件があって、自分の考

えは示すが押しつけをしないこと、常任理事

会の理解をもらって一緒に行動することがワ

ンマンの絶対条件である。

　そうしないと物事を処理することのスピー

ド感がなくなり会務が滞ることがあるからで

ある。その代わりにいつでも全責任は会長の

私にあると思って行動をしてきた。役員の方

もそれを理解して気ままな私についてきてく

れた。この事に関しては本当に感謝を申し述

べたい。

　私は現在も岩手県土地家屋調査士会会長と

日本土地家屋調査士会連合会東北ブロック協

議会会長を兼務している関係で、いろいろな

席や会議に出席させていただいている。

　そんなときに組織というものを考えること

が多い。調査士会の単位会と言っても個性が

あり会則もいろいろである。組織が疲れてバ

ランスが悪くなっていると他の組織から良く

思われなくなってしまう。気をつけなければ
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ならないところだと思って役員はがんばって

いる。

　会員の皆さんには会員のための調査士会で

あり、その中で同じ会員が日々苦労をして土

地家屋調査士会という組織を支えていること

を思い浮かべてほしい。

　そして、個々に自分を見つめて本会に甘え

ることなく、また土地家屋調査士会と共に制

度の発展に勤めて頂きたい。

　追伸、最近は全国的に、やたらに補助者の

数が多かったり、会社組織か調査士事務所か

区別がつかなかったり、会則で決まりのある

会費や提出物を出さなかったり、電話をして

も連絡がつかないような会員が増えたように

思える。これは制度に対して甘えていること

であり、まじめな会員をも馬鹿にしている行

為と思っている。

　最後に土地家屋調査士を愛して、土地家屋

調査士制度を考え、阪神淡路大震災の教訓を

もとに震災と地籍を考え、岩手会にも多大な

る支援をしていただいた前連合会会長　松岡

直武先生が１月20日に大阪の事務所そばの路

上で病気のため倒れられてお亡くなりになり

ました。

　親しく電話で話したり情報交換をさせてい

ただいたのですが残念です。

　ご冥福をお祈り申し上げます。
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1．はじめに
　岩手県土地家屋調査士会並びに会員の皆様

には、平素から登記制度の適正かつ円滑な運

営につきまして、特段の御理解と御協力を賜

り、厚く御礼申し上げます。

　甚大な被害をもたらした東日本大震災から

既に１年９か月を経過しました。各種復興事

業につきましては、国、岩手県、各地方自治

体及び被災地の住民を含む県民の方々が一日

も早い復興を目指して取り組んでいるところ

ですが、解決しなければならない問題点等も

多く、その困難さが新聞等で指摘されるなど

していますが、現行制度の壁、予算の制約、

マンパワー不足、住民の合意形成の困難性な

どがあるようです。

　震災による被災状況につきましては、既に

私の前任者から当会の会報において報告させ

ていただいているところでありますので、当

局における震災復興事業の現在の状況につい

てご報告させていただきます。

２．被災庁舎の修復と同庁舎におけ
　る業務
　当局の一関支局は、平成 24 年３月末には

庁舎の修復が完成し、それまで間借りしてい

た水沢支局から引っ越し、平成 24 年５月 14

日から業務を行っています。それに伴いまし

て、

それまで一関市役所に設置していた証明書発

行請求機は、同市役所から撤去されています。

　また、当局大船渡出張所は、平成 24 年２

月末には庁舎の修復が完成し、それまで間借

りしていた水沢支局から引っ越し、平成 24

年３月 19 日から業務を行っています。それ

に伴いまして、それまで大船渡市役所に設置

していた証明書発行請求機は、同市役所から

撤去されています。

3．震災復興事業について
（1）建物の職権滅失登記について

　震災により倒壊、流失又は消失した建物の

登記官による職権滅失登記については、平

成 23 年度は、大船渡出張所管内の大船渡市

と陸前高田市を対象に実施しましたが、平成

24 年度は、宮古・二戸・花巻・水沢・一関

支局管内の７市４町３村を対象として実施し

ています。対象となる建物の総戸数は、当初

の見込みでは約２万９千棟でありましたが、

調査の結果、職権による滅失登記を必要とす

る建物の戸数は、約１万８千棟となっていま

す。この調査結果については、委託先である

公益社団法人岩手県公共嘱託登記土地家屋調

査士協会から成果品として送付されています

が、その内容についての審査等の作業は、当

局だけでは処理しきれないことから、全国の

法務局・地方法務局から応援の職員をいただ

法務局が実施している
　　震災復興事業の状況について

盛岡地方法務局長　小　鹿　　　愼
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6

いて、

対象となる建物が最も多い当局宮古支局にお

いて作業をお願いし、現在のところ、他の支

局を含め順調に処理が行われているところで

す。

（2） 街区単位修正作業について

　被災地における土地の境界等の被災状況の

実態調査の結果を踏まえた地図の修正及び境

界の復元作業（街区単位修正作業）について

は、本年度に入ってから、一関市中央地区、

宮古市磯鶏・西ケ丘・板屋地区、大船渡市赤

崎町・盛町地区において実施しています。こ

の成果は、本年２月末日までに納品される予

定となっています。また、昨年 11 月からは、

下閉伊郡岩泉町小本地区など 11 地区につい

ても街区単位修正作業が始まっており、本年

３月末日までに成果が納品されることとなっ

ています。この街区単位修正作業については、

平成 25 年度においても実施される予定であ

ります。

（3）その他

　復興関連事業といたしましては、本年度に

おいても、登録免許税の還付作業を行ってい

ますし、地図情報（座標値）の補正の作業（パ

ラメータ変換作業）については、昨年度に引

き続き実施していますが、いずれも順調に処

理が進んでいます。

４．登記特設相談所について
　震災発生以降、被災地の自治体での登記特

設相談所の開設を司法書士会及び土地家屋調

査士会の会員の方の派遣をいただいて行って

まいりました。また、土・日・祝日の電話相

談も行ってまいりました。この電話相談は、

今も継続して行っています。現在、特設相談

所として開設していますのは、土地家屋調査

士会の会員の方の派遣協力を得まして、釜石

の証明書発行センター内において実施してい

るところです。

５．その他の事務について
　戸籍事務関係では、被災自治体を巡回して

戸籍事務に支障はないか、法務局に対する要

望等はないかの把握をして、要望に対する対

応をしています。

　人権擁護関係では人権擁護委員組織体と協

働して仮設住宅等に赴いて、茶話会、歌の会、

フラワーアレンジメント等を行いながらの傾

聴活動及び相談会を実施するなど、被災者に

寄り添う活動を行っています。

６．おわりに
　被災自治体では、復興計画も徐々に具体化

が進んできており、復興に向けての動きが加

速されてきています。これに伴い、特に被災

地においては、一般登記事件の増加や大量の

登記嘱託事件が予想されます。

　復興計画の内容には、被災住民の集団移転

や土地改良・区画整理事業が検討されていま

すし、当局においても、昨年度に引き続き、

倒壊等建物の職権滅失登記、登録免許税の還

付、土地の境界復元等の事業を着実に行って

いかなければなりません。当局が行うこれら

の事業は、被災地域の復興の前提として必要

不可欠な事業であるため、法務局に寄せられ

る期待や求められる役割は、今後、より一層

増大していくものと言えます。

　このほか、当局においては、本年度、従前

からの継続事業として、和紙公図電子化作業、

土地閉鎖登記簿電子化作業、登記情報と地図
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情報との調整作業等を行っています。

　このように、当局では経常事務と併せて、

法務局としての共通的事業と復興事業の双方

をやり抜いていく必要があります。当然のこ

とながら、適正かつ迅速な登記事件処理も復

興に寄与するものであり、これらを確実に実

施するため職員全員が全力で、かつ一丸とな

って、取り組んていく所存であります。

　今後も「がんばろう！東北」、「頑張ろう！

岩手」を合言葉に、被災した市町村や地域住

民の皆様を支援して参りますので、岩手県土

地家屋調査士会並びに会員の皆様の御支援と

御協力をよろしくお願い申し上げます。
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仙台法務局長表彰状受賞者
渡　邊　邦　彦　（盛岡）	 （敬称略）

坂　本　良　一　（宮古）

菊　池　直　喜　（水沢）

盛岡地方法務局長
表彰状受賞者
小野寺　清　一　（一関）	 （敬称略）

山　田　久　男　（花巻）

八　木　博　衛　（宮古）

日本土地家屋調査士会連合会長
表彰状受賞者
顕彰規程第５条	 （敬称略）

高　橋　敬　治　（花巻）

上　林　信　義　（宮古）

日本土地家屋調査士会連合会長
感謝状受賞者
顕彰規定第７条第１項第１号

柳　平　幸　男　（二戸久慈）	 （敬称略）

顕彰規定第７条第１項第２号

千　田　貞四郎　（水沢）

日本土地家屋調査士会連合会
東北ブロック協議会長
表彰状受賞者
顕彰規程第３条	 （敬称略）

佐　藤　　　淳　（花巻）

千　田　孝　一　（水沢）

山　崎　　　功　（宮古）

岩手県土地家屋調査士会長
表彰状受賞者
顕彰規程第３条	 （敬称略）

小　林　愼　治　（盛岡）

鎌　田　一　秀　（盛岡）

芳　賀　義　明　（一関）

三　浦　義　則　（一関）

畠　山　和　人　（花巻）

川　井　一　史　（盛岡）

岩手県土地家屋調査士会長
感謝状受賞者

顕彰規程第４条	 （敬称略）

岩手県土地家屋調査士会　宮古支部

平成 24 年度　受賞者名簿
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　1989年から始まった「平成」という時代は、

まさに改革の時代であると言えそうです。

　1990年代初めには、消費税導入やリクルー

ト事件などで、当時の自民党政権への批判が

高まるとともに政治資金規正改革が叫ばれ、

同時に選挙制度改革も行われました。そして

90年代中盤には行政改革のあらしが吹き荒

れ、現在も尚その嵐は続いているといえまし

ょう。

　やがて2000年代に入ると、いよいよ司法制

度改革が始まったのであります。

　この司法制度改革についてでありますが、

インターネットのフリー百科事典「ウィキペ

ディア」では、

　「日本において、1999年以来行われている

司法制度全般に関する改革で、裁判制度、国

民への司法サービス提供、法曹養成制度など

多岐にわたる改革となっている」と説明され、

その沿革として

■　1999年７月、内閣に司法制度改革審議

会を設置

■　1999年６月、司法制度改革審議会の最

終意見書

■　2001年11月、司法制度改革推進法の成

立

■　2001年12月、内閣に司法制度改革推進

本部を設置

■　2002年３月、司法制度改革推進計画が

閣議決定

■　2004年４月、法科大学院開校

■　2006年４月、法テラス開設

■　2006年５月には第１回の新司法試験が

実施

■　2009年４月、裁判員制度施行

等があげられております。

　一見して「土地家屋調査士」の名前が出て

こないので、我々とはあまり関係ないように

も思われますが、政治資金規正改革や選挙制

度改革などよりは、司法制度改革は、我々の

業務に密接に関係しているのであります。

　なぜなら、この一連の司法制度改革の一環

として、2006年１月に施行されたのが「筆界

特定制度」であり、この新たな制度が開始さ

れた時に、その解説記事の中に、新聞紙上で

初めて「土地家屋調査士」の名前が掲載され

ましたし、その後、2007年５月に施行された、

「裁判外紛争解決手続きの促進に関する法律

（通称ＡＤＲ法）」においても、司法書士・弁

理士・社会保険労務士等とともに「土地家屋

調査士」の名前が出てくるようになりました。

　これらの新しい制度により、我々の業務の

幅が広がったことは皆さんご承知の通りであ

りまして、法務局長から任命された外部専門

家としての「筆界調査委員」には、準公務員

として法務局における活躍の場が与えられる

「ＡＤＲ」と
　　　「筆界特定制度」について

境界問題相談センターいわて

　センター長　上　田　　穣



こととなりました。また、土地家屋調査士法

に規定する特別研修の課程を修了し、その後

に行われる考査の合格者には、法務大臣認定

の「認定土地家屋調査士」として、日本全国

に開設された「土地家屋調査士会ＡＤＲセン

ター」での活躍の場が与えられることになっ

たわけであります。

　しかし、これらの新しい制度が順調に運営

されているかといいますと、必ずしも順調と

は言い切れないようであります。

　まずは、筆界特定制度でありますが、この

制度は当初の構想どおりにはならず、公法上

の筆界を特定するための行政制度となってし

まい、新たな筆界の形成、確定までの効力は

ないとされました。すなわち、筆界特定制度

で決定された筆界といえども最終的なもので

はなく、裁判所における「境界（筆界）確定

訴訟」の道が残されているという中途半端な

形になってしまったのであります。また、せ

っかく特定されたのに、その特定された境界

に境界標を設置しないため、解決したという

実感に乏しいものともなってしまいました。

最近、筆界特定事件が減少傾向にあるのはこ

れらの問題によるものではないかと思われま

す。このままでは、筆界特定登記官も、筆界

調査委員も社会的ステータスが望めない状況

が続くと言えるのではないでしょうか。

　更に順調とは言えないのが、認定土地家屋

調査士制度であります。

　そもそも、ＡＤＲ法では、法令で定める基

準・要件を満たしているＡＤＲ手続実施者を

法務大臣が「認証」し、時効中断効等の法的

効果の付与や、弁護士法第72条（非弁護士の

法律事務の取扱い等の禁止）の特例を認める

など、国民に対する簡易性と利便性の向上を

図る作りこみであったにもかかわらず、我々

土地家屋調査士にあっては、この「認証」以

前に、改正された土地家屋調査士法の中にお

いて弁護士との共同受任の拘束がかかってい

るため、土地家屋調査士のみで土地家屋調査

士会ＡＤＲセンターに解決を申し出る代理人

資格を有しないということになってしまいま

した。この点、2003年４月に開始された認定

司法書士制度は、140万円以下という金額の

しばりはあるものの、簡易裁判所に対する紛

争・調停権限を弁護士との共同受任ではなく

単独受任ができることとなったため、裁判所

における業務の幅が広がり、現在約７割の司

法書士が認定を取っていることにそのメリッ

トが表れているといえます。それに比較し、

認定土地家屋調査士の割合は、調査士全会員

の３割程度にしかなっておらず、最近では、

認定調査士の資格を取るための特別研修を受

ける人数が激減しているのも事実でありま

す。

　これら現実的な問題については、今後何と

かして解決していかなくてはならい問題であ

り、2010年７月には、法務省民事局民事第二

課と日本土地家屋調査士会連合会において

「筆界特定と土地家屋調査士制度との連携の

具体化について」のとりまとめが公表されま

した。それを受けて、現在各都道府県土地家

屋調査士会と各法務局・地方法務局との間で

具体的な連携方法などの協議がなされている

最中ですが、今すぐに効果が表れるまでには

至っておらず、今後とも協議を重ねる必要が

あるのは明らかであります。

　いずれにしてもこれらの制度は、法律によ

り作られたものでありますから、その改廃も

また法律によることになります。そして、そ

10
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の法律は国会において作られるわけであり、

その提案は国会議員が行うことになっており

ますので、その国会議員の皆さんにも「土地

家屋調査士会ＡＤＲ」や「筆界特定制度」の

不備を認識して頂くことが必要であります。

そのような意味合いからして、日調連や全調

政連には、更に積極的に制度の改良について

取り組んでもらわなくてはいけないわけであ

りますし、それを内閣や国会議員の皆さんに

も理解してもらう努力を今まで以上に重ねる

必要があろうかと思います。

　また、我々土地家屋調査士の一人ひとりも、

いつまでも他人頼りではなく、制度に関する

認識というものをしっかり持つということが

今後ますます重要になってくるものと思われ

ます。



　岩手県土地家屋調査士会並びに会員の皆

様、日頃は当協会の運営に対しご指導ご鞭撻

頂きまして誠に有難うございます。当協会が

公益社団法人に移行して１年が過ぎ、移行後

最初の決算、社員総会、内閣府への報告と滞

りなく進んだことは関係各位のご指導ご支援

のお蔭であると感謝申し上げます。

　さて、東日本大震災から２年を迎えようと

していますが、当協会で平成24年度受託して

いる復興関連業務について説明させて頂きま

す。

1．倒壊建物の滅失調査
　この業務は平成23年度の大船渡市・陸前高

田市に引き続き平成23年度末の平成24年３月

に盛岡地方法務局から発注になり沿岸部は釜

石市から洋野町まで津波・地震により全半壊

した建物、さらに内陸においても一関市から

花巻市まで地震により全半壊した建物を公費

解体した建物と約３万棟の調査となりまし

た。平成23年度は沿岸南部ということもあり、

沿岸地区の社員と県南地区の社員で業務処理

体制を組み、さらには調査士会の宮古・水沢

・一関支部会員からも応援を頂き作業を実施

しました。

　今年度は釜石市・大槌町には沿岸地区釜石

・県央地区の社員と宮古・花巻支部会員、山

田町・宮古市・岩泉町・田野畑村は沿岸地区

宮古・盛岡地区社員と宮古・盛岡支部会員、

普代村・野田村・久慈市・洋野町は県北地区

社員と二戸久慈支部会員とで処理体制を組み

作業させていただきました。契約は３月でし

たが後述の復興道路の作業を終えてからとい

うことで本格的に作業に入ったのは８月のお

盆過ぎからになりました。工期も迫って来て

釜石地区の進捗状況が遅れ気味であることか

ら、急きょ沿岸地区大船渡の社員と盛岡地区

の社員・会員に応援をお願いし何とか昨年12

月28日に終了しております。この業務は多く

の会員の皆様にもご支援を頂いたことに心よ

りお礼を申し上げます。

2．復興道路・復興支援道路の表示登
　記
　国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事

務所、三陸国道事務所、南三陸国道事務所か

ら発注の沿岸を縦断する高規格道路（復興道

路）、 沿岸と内陸を横断する花巻釜石横断道

路・宮古盛岡道路（復興支援道路）で県内の

新規事業として約200ｋｍを２年間で用地取

得まで完了する事業であり、先行業務として

現地調査（境界立会）地積測量図等の作成、

後続業務として分筆等登記申請があります。

コンサルで実施している用地測量の境界立会

に同行して筆界と所有者の確認を実施可能と

いうことで平成17年３月の不動産登記法改正

12

岩手協会の復興業務

公益社団法人　岩手県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

代表理事・理事長　安　保　豊　人
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から業務受託を見合わせていましたが、復興

に寄与することも相まって７年ぶりに受託処

理することとなりました。

　平成24年４月下旬から岩泉町小本を皮切り

に境界立会が順次始まり山田町・宮古市・岩

泉町・田野畑村までを沿岸地区宮古の社員と

盛岡地区社員、普代村・野田村・久慈市・洋

野町を県北地区社員、大槌町・釜石市・大船

渡市・陸前高田市までを沿岸地区釜石・大船

渡・高田の社員と県南地区社員、花巻釜石横

断道の遠野地区を県央地区・盛岡地区・県南

地区社員で実施、盛岡宮古道路の盛岡市を盛

岡地区社員で実施しました。沿岸北部の立会

は現在も続いており、地元の要望などにより

道路設計の変更で取得用地の変更が繰り返さ

れ思うように進んでいません。

　現在は岩泉町、盛岡市、遠野市、山田町、

宮古市、大船渡市で登記手続きまで進んでい

ます。

3．地図の街区単位修正業務
　平成23年度盛岡地方法務局から発注され実

施した地図の実態調査の結果を受け選定され

た一関市中央地区、大船渡市盛町・赤崎町地

区、宮古市磯鶏地区と西が丘・板谷地区の４

か所（3.3ｋ㎡）が７月に発注され、次いで11

月に岩泉町岩泉地区と小本地区、宮古市佐原

・日の出町地区、盛岡市北天昌寺町地区、花

巻市石鳥谷町上口地区と東和町土沢地区、北

上市川岸地区、久慈市中の橋・中央地区、洋

野町種市地区、奥州市前沢地区、一関市大東

町摺沢地区の11カ所（7.2ｋ㎡）で合計15か所

の作業が２月28日、３月８日の期限に向けて

それぞれ作業を実施しているところです。

　１月初旬の例年にない大寒波による全国的

な大雪が県内を襲い内陸は元より沿岸地区に

おいても積雪と地面の凍結と作業に多大な支

障を来たしていますが社員一丸となって鋭意

努力しています。

　この業務は発注者である法務局も受注者で

ある当協会も初めての業務であり成果品など

明確に決まって居らず試行錯誤の業務です。

　この業務では本格的な基準点測量が義務付

けられ成果検定まで必要であり登記基準点設

置作業で培われた社員の能力を発揮する絶好

のチャンスとなっています。宮城・福島でも

同様の業務が発注されていますが、１級～３

級基準点測量のためのGPS測量機・４級基準

点測量のための２級TSと１素子プリズムの

ターゲットが十分確保されておらず、何より

も基準点測量の出来る社員、業者登録してい

る社員が充足していないと聞き及んでおりま

す。

　今回の業務を経験することにより当協会社

員の技術力は確実にアップするものと確信し

ています。この業務は平成25年度、26年度ま

で続くということですので、大いに社員には

活躍をしていただきたいと思っています。

4．高台移転業務
　岩手県土地開発公社から発注された高台移

転業務ですが、住宅用地、学校用地、病院用

地などで大船渡市、田野畑村、野田村で沿岸

地区・県北地区社員により実施され完了して

います。また、田野畑村では造成工事が始ま

っており復興の槌音が響き渡り地元の期待が

偲ばれます。工事完了後の確定測量も予定さ

れており、平成25年度も業務が続きそうです。

　最後に全公連から平成23年度の全国協会の



受託実績が発表され、岩手協会は個人一人

当り受託額5,821千円で全国第１位に返り咲

きました。また、総合受託額でも704,353千円

と全国第３位という過去最高の受託実績にな

っています。また、今年度は復興事業の受託

により12月末の受託額が11億に迫る勢いであ

り一過性ではありますが実績を伸ばしていま

す。

　最後に岩手県土地家屋調査士会の益々の発

展と会員皆様のご健勝を祈念するとともに今

後も当協会へのご支援、ご協力をお願い致し

まして筆を置くことと致します。
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　平成20年12月１日に施行された公益三法

（一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律、公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律、一般社団法人及び一般財団法

人に関する法律及び公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律）が、本年11月

30日に５年間の法律の期限を迎えることにな

ります。

　そこで、全公連を組織する公共嘱託登記土

地家屋調査士協会と全公連は公益社団法人へ

の移行認定を目指して全力で取り組んでまい

りました。

　その結果、平成24年12月末日現在で内閣府

認定７協会・府県認定13協会が晴れて公益社

団法人の認定を受けることができました。ま

た、申請中の協会が15協会で、残りの協会も

申請に向けた準備を進めております。全公連

としては、期限内の取組完了を目指して単位

協会と取り組んでまいります。

　さて、昭和60年の法改正により公共嘱託登

記土地家屋調査士協会制度が発足して本年で

28年になります。この間、平成15年８月１日

には法務大臣認可報酬の撤廃・土地家屋調査

士法人の制度化、公益法人制度改革による公

益三法の実施と大きな変革を経てまいりまし

た。

　変革が公共嘱託登記土地家屋調査士制度に

与えた影響は、制度創設当初から右肩上がり

で伸びてきました事業実績額（全公連データ）

が平成13年度250億円をピークに平成22年度

まで右肩下がりの146億円となり10年でマイ

ナス42パーセント減となりました。（図参照）

　建設投資が同じ10年間で33パーセントであ

り、公共嘱託登記事業の下落率が大幅に高く

なっております。

　表示に関する登記事件数との比較（図参照）

では、登記件数の下落率がマイナス44パーセ

ントで事業実績件数と同じような推移を経て

15

公共嘱託登記制度の今後の展開

全国公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会

会長　柳　平　幸　男
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いることがわかります。

　デフレ下で公共事業予算が削減されている

現状であるとしても、あまりにも大きな下落

率です。

　このような状況になった要因として考えら

れることは、平成15年の法務大臣認可報酬額

の撤廃と平成20年頃から本格的に導入された

地図作成業務を含む多くの公共嘱託登記業務

の一般競争入札制度への移行が大きく影響し

ていると考えております。さらに、公益法人

制度改革により新たに多くの一般社団法人公

共嘱託登記土地家屋調査士協会が設立され多

くの業務で競争が激化したことによる落札単

価の下落が考えられます。公共嘱託登記業務

を取り巻く環境の激変が、事業実績推移にも

現れていると推測しております。

　このような現状のなかで、原点に立ち返っ

てみますと昭和60年第102国会の議論・論点か

ら考えてみたいと思います。

　そもそも、第102国会での議論では大量に一

括処理しなければならない嘱託登記事務を適

正円滑に進めるために、官公署職員から嘱託

登記の専門家である土地家屋調査士・司法書

士を関与させることにより補正等を少なくし

登記事務の円滑処理を目的として、公共嘱託

登記土地家屋調査士協会が社団法人して設立

さました。法人の形態は、当時の民法34条の

規定に基づく公益法人として全国50の法務局

及び地方法務局単位に設立されました。

　その後、公益法人三法が平成20年12月１日

施行されて全国の50の協会は、５年以内の移

行認定（公益社団法人）もしくは移行認可（一

般社団法人）をすることになり、移行期間の

５年間特例民法社団法人（公益社団）として

の身分が与えられました。設立以来20年以上

の伝統を持つ公益社団法人として、これまで

の活動実績に基づき公益社団法人として認定

を受けることを目標として取り組んでおりま

す。

　公益法人として昭和60年に生を受けた調査

士協会は、公益事業として公共嘱託登記事業

に積極的に取り組むと同時に、多くの地図作

成作業に取り組んでまいりました。多くの調

査士協会が公益社団法人の認定を受けている

こととは、調査士協会設立以来の公益事業へ

の取り組みが、第三者機関（内閣府または都

道府県の公益認定等委員会）によって適正に

評価されたものと理解しております。

　公益社団法人として活動してきたことが、

東日本大震災の復興関連業務のへの取組でい

かんなく発揮されております。全公連を組織

する被災地の調査士協会は、津波や地震によ

る建物滅失調査や地震による地殻変動による

地図修正作業・被災地域の住宅の高台移転に

ともなう調査測量登記業務さらには被災地域

内へ整備する復興道路関連登記業務などの多

くの大量一括発注案件を適切円滑に処理して

おります。まさに、昭和60年の法改正時に予

定していた調査士協会の姿がこれらの業務に

より実現されていると考えます。

　被災地の復興関連業務に関しては、被災地

協会で賄えない場合には全国の同じ志をもっ

た公益社団法人と連携できるよう全公連とし

てもサポートしてまいります。

　今後の全公連の取組としては、公益社団法

人への移行を機に公益社団法人の連合体とし

て結合することにより官公署や国民への公共

嘱託登記土地家屋調査士制度の啓発活動をす
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ることで、公益目的事業である「国民の権利

の明確化推進事業」を大きく展開していくこ

とになります。そのためには、志を同じくす

る同志が結集する組織体系にする必要がある

ものと考えております。全公連を組織してい

る協会の中にも一般社団への認可を目指して

いる協会もあります。

　そこで、全国の公共嘱託登記土地家屋調査

士制度の充実発展と公益事業目的である「国

民の権利の明確化推進事業」を拡大浸透に志

を同じくする者が集う新たな全公連の姿を目

指すとともに、我々の提供する公益事業の発

展・充実に取り組んでまいります。
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● 

　平成24年度の盛岡支部の研修会はこの原稿

を執筆しております平成25年１月31日現在ま

で2回行われました。第１回・第２回ともに

これまでの講義スタイルの「聞く」研修では

なくグループディスカッションによる「話す」

研修でした。私のように開業してまだ数年の

若輩者には経験豊かな先輩の体験や知識を共

有させていただき、とても新鮮で有意義な研

修会でした。

　第１回のテーマは「立会い（筆界確認）に

ついて」でしたが、私の班は立会業務に関わ

らず日頃の業務での疑問点や経験を互いに出

しあい話しあうといったものでした。はじめ

こそこのような形式の研修会に慣れていない

ため意見が出にくかったのですが徐々に緊張

もほぐれ活発に意見交換する場となりまし

た。第２回のテーマは「（苦情増大）の会長指

導を受けて感じたこと」、「事務所運営及び業

務報酬について」でした。そこで聞いた実際

にクレームを受けた先輩の体験談にとても驚

きました。クレームが有った場合クレームを

受けた調査士はさながら犯罪者に対する取り

調べのようで大変立場が弱く、罰則に至った

場合でも具体的に何が違反にあたったか分か

らないというお話でした。当然ながら苦情と

いうのは誰にでも言う権利があるので、どん

なに正しく業務を行なってもいつ自分に苦情

が来るともわからないと考えておりましたが

その話には背筋に寒気を覚えました。

　幸いにしてこれまで大きな苦情は受けてお

りませんが人間のやることなのでミスを減ら

すことはできても全くのゼロにするというこ

とはできません。また感情的な問題となるこ

とや、苦情をいう方に悪意がある場合もある

と思います。そんな時でも自分の考えやその

考えに至るまでのプロセスを説明するために

細かくメモを残すことや写真などに記録する

ことが重要だと考えます。しかし、今までに

ないほど調査士への苦情が増えているという

現状は今までのやり方が時代に合わなくなっ

てきたのかもしれません。自分の身を守る記

録を残しつつ変化していく時代に合わせやり

方を変えていく、調査士自らが変わるという

必要性を強く感じました。

● 研集会の感想

平成24年度　盛岡支部研修会

加　藤　巧　寛
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　私は平成23年４月に入会しました。その後、

調査士会主催の研修会や支部開催の研修会に

出席させていただき、弁護士の先生や、大学

講師の先生のお話を聞かせていただきまし

た。その中で一番印象に残っているのが、弁

護士の先生の民法講座でした。調査士が関係

する部分は時効取得の案件がメインだと思い

ますが、私の場合はまだ業務に反映できてお

りませんので、イメージしにくかったのです

が、日々実務をやっておられる弁護士の先生

のお話は非常にわかりやすく参考になりまし

た。これからの業務に役立てていきたいと思

います。

　また、昨年は岩手会のクレーム件数が多い

ということで会長指導がありましたが、日々

の研修会についても、業務の進め方や隣接対

応等といった内容の研修をやっていただきた

いです。新入会員は経験が少なく、試験勉強

で得た知識しかない方もいると思います。自

分が修業した事務所のやり方はわかるけど、

他の事務所のやり方はわからないとか、また

ベテラン会員であっても、クレームがある会

員もいるかもしれません。

　経験豊富な先輩会員の実例をご紹介いただ

きながら、こんなときはどう対応する？など

Ｑ＆Ａ方式等、講義を聴くだけの研修ばかり

でなく、聴衆者参加型の研修もあればいっそ

う記憶に残りやすく、実務に反映できると思

います。

　以上が研修会に参加して感じたことです。

研修会に参加して感じたこと

二戸久慈支部　松　下　宏　伸



　３月、仙台市にて。平成23年度東北ブロッ

ク新人研修を受講させて頂きました。

　そして同じく３月、仙台市にて。第７回特

別研修ことＡＤＲ研修も受けてまして。。。

　ともども併せて、週末となれば仙台へ赴く

こと計３回。。。

　怒涛の研修ラッシュを迎えたのでした。

　あ、あと、３月末には第３回会員研修会も

ありましたね。

　そんな「３」になじみがあった３月の研修

マンス。これでＡＤＲも第３回なら文章に深

みが増し…、ませんね別に。

　ともあれ大変ではありましたが、大変充実

した期間でありました。

　２泊３日の研修期間は、調査士業務の奥深

さを思い知らされる重厚な内容で、しかし真

に修得するには短く、研修が終わってもこれ

からの研鑽は終わらないことを身体の芯に打

ち込まれました。

　研修を終えて、得た知識、新たに生まれた

疑問を、漠然とではなく具体的に意識して日

々の業務に向かうことができるようになった

ことは、一番大きな収穫であったと感じます。

　長い永い道のりとして歩き始めました調査

士ルート、その軌跡に悔いのない道標を埋設

していくことで、うしろを振り返ったとき「な

んて有意義な新人研修であったことか」と、

そこで改めて感謝することが、多忙の最中ご

講義頂いた講師の先生方への礼儀なのでしょ

う。

　そのためにも、日々の研鑽を怠ることなく、

時々休憩を挟みつつ、同じこの世界の先輩方

の教えを受けて、何らかのカタチでお返しし

ながら進んでいきたいと思います。

　ところで、高級料亭なんかでは、初めての

お客さんを「一限」、２回目を「返し」と言い、

３回目で「馴染み」と呼ぶそうです。

　私は今年2013年、開業して３年目となりま

すが、この業界や地域の中で、みなさんから

「毎度おなじみ土地家屋調査士」と呼ばれる

ようになれるか否か！

　…、かなりダサい気もしますが田舎の調査

士には逆にふさわしいですかね（笑）

　まぁ、何を成すにも桃栗三年柿八年。まず

はこの３年目をしっかり踏み締め、この先に

実る果実が納得のいくものとなるように。

　心新たに身を引き締めて参ります。
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平成23年度　新人研修を終えて

二戸久慈支部　下斗米　佑　太



　昨年入会した一関支部の千葉崇平です。こ

の１年間、私はいくつかの研修会に出席しま

した。最初に出席したのは誰もが通る道、新

人研修会です。この新人研修会で得たものは

３つあります。１つめは業務で必要になるで

あろう実務的な知識。２つめは土地家屋調査

士としての心構え。そして３つめは同じ新人、

つまり同期の土地家屋調査士との出会いで

す。この出会いが自分にとっては新人研修会

での最大の収穫でありました。知識や心構え

は普段の研修会でも充分に御指導いただいて

おりますが、この新人同士という同じスタン

スで話すことができる機会というのはなかな

かないのではないでしょうか。しかしどんな

に素晴らしい出会いでも活かすことをしなけ

れば形骸化してしまうものです。名刺交換を

した相手とその後も連絡を取り合うことがほ

とんどないことと一緒です。そこで私はせっ

かくの仲間との貴重な出会いを活かすために

どうしたらよいか考えました。ただ会って酒

を飲み交わすだけでは進歩がない、土地家屋

調査士の方々は勉強家がとても多い。そう考

え自分たちだけで研修会を開催しました。第

一回は昨年の12月8日にアイーナにて行いま

した。参加者は６人。二戸支部の下斗米佑太

さん、盛岡支部の加藤巧寛さん、花巻支部の

上田直輝さん、一関支部からは佐々木雅之さ

んと私、青森会の八戸支部から三上大介さん

でした。皆さんは私よりもずっと経験が豊富

で活発な議論を行うことができました。不慣

れではありましたが第一回目としては成功す

ることができました。今後の方針・目標とし

ては、この若いメンバーだからこそ生まれる

新しい考えを皆で引き出し合い、それを形に

し、益々の土地家屋調査士会の発展に役立て

るようなものを作り上げていきたいです。次

代の土地家屋調査士会を担う一人として日々

精進してまいりますのでどうか生温かく見守

っていてください。

千　葉　崇　平
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研修会１年生



　この度、黎明に「第10回会長杯親睦ゴル大

会」の寄稿をするなどとは全く予想もしてま

せんでしたのでびっくりしました。

　本来なら辞退するところでございますが、

以前私も広報理事を務めさせていただき、皆

さんに寄稿をお願いした手前、ペンをとるこ

とにしました。

　ゴルフ歴は25歳で始めましたので大変長い

のですが、若いころは金がなく勤務先の社内

コンペで年に２回ぐらいプレイする程度でし

た。

　スポーツは不得意ですが、唯一ゴルフだけ

は今も続けております。

　が、それもコンペの参加程度です。

　農繁期には、「ゴルフ場の草刈りも」との思

いに駆られながら、ゴルフのスイングを兼ね

た畦畔の草刈に汗を流しています。

おそらく、近所の人たちには変な格好の草刈

花巻支部　渡　邊　政　夫

第10回会長杯ゴルフ大会
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● ● 総務部　親睦事業
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りをしていると笑われていることと思ってい

ます。

　最近の私は、ひと頃よりゴルフ熱も下がり、

練習場にも行かないでもっぱらイメージトレ

ーニングが主体です。

　当然玉は飛ばない！方向も玉まかせ！こん

なハズじゃないと思いながら個人プレイです

ので、腹も立てず健康を主に楽しんでおりま

す。

　調査士会の親睦ゴルフは、よほどのことが

ない限り参加をさせて頂いており、褒められ

もせず、苦にもされず目立たない存在でした。

そんな私ですので、当然のことながらスコア

はよくありません。

　今回はまったくのハンデに恵まれ、たまた

ま優勝いたしましたが、次回は練習に練習を

重ね、納得できる優勝を目指したいと思って

います。

　ゴルフのよさは、一人でもプレー出来ます

し、エキサイテングなスポーツでないので自

分の体調にあわせてプレーすることが出来ま

す。

　ましてや歩くのが仕事である調査士にとっ

ては、現役を続けるには良い健康法だと思っ

ております。（今の気持ちは65歳定年）

　余談ですが、平成22年に、振興局から県民

ゴルフ場内にある国有地（道）の払下げに伴

う測量の依頼があり、クラブハウスに挨拶に

行けば仕事よりプレーを勧められ数回通いま

した。ゴルフに縁があったのか、振興局職員

が私がゴルフをする人と思って依頼したのか

・・・・・・

　なかなか家族で出かけることも少ない昨今

ですが、利府で、女子プロの宮城テレビ杯が

あることを知り、２年前から観戦しておりま

す。

　プレーせずとも、ゴルフ場内を回り、きれ

いな芝生の上で昼飯を食べ、上田桃子、横峯

さくら、宮里藍ちゃんらの一流選手のプレー

を真近で見れることが、数少ない家族サービ

スのひとつになり、すっかり病みつきになり

そうです。

　ゴルフ？！などと思っていらっしゃる方。

プレーはもとより、是非生での観戦もお勧め

いたします！

　毎回、大会役員の方々には大変ご苦労をお

かけしておりますことに感謝を申し上げ雑感

と致します。
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● 写真コンテスト

湾口防波堤修復開始
宮古支部　広報委員　澤口　雅友

復旧・復興ガンバル　ニャ～ン
盛岡支部　広報委員　佐藤　吉和

【広報写真　大賞】　早朝の鮑漁　　二戸・久慈支部　広報委員　佐藤　勝也

谷間の雪
水沢支部　広報委員　吉田　春男



トーマス？
広報担当副会長　高橋　宏二
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東京スカイツリーから望む富士山（写真・上）
東京スカイツリーから望む東京湾（写真・下）

広報担当副会長　高橋　宏二

青空へ飛立つ義経と太夫黒（写真・上）
晩秋の夕焼け（写真・中）
初冬の斜陽（写真・下）
広報部　三浦　義則

山吹城跡の大銀杏（大東町大原）
一関支部　広報委員　三瓶　伸樹



　今回は、水沢支部最年長の千田貞四郎会員

が昨年めでたく米寿を迎えたと言う事もあ

り、貴重な昔話を聞きたいものだと思い事務

所に押しかけてきました。

　千田さんは、年齢よりずっと若く見え、見

た目とても90近い年齢とは思えません、仕事

は調査、測量、CADを駆使して図面を書き、

登記申請まで１人でこなしてしまいます。

　支部の旅行にもほぼ毎回参加をしてくださ

り、色々な体験談を聞かせてくれます。

　それでは、昔話を聞いてみてください。

吉田　貞四郎さんは昭和何年生まれ？　

千田　大正14年だ。

吉田　大正14年何月何日？

千田　１月25日だからもう明日明後日にはも

うそろそろ。

吉田　最初の仕事は何をやったんですか？

千田　14年に東京の飛行機のメーター作る会

社に行ったの。昭和の14年は青年学校

に入ったの、会社の青年学校に。

吉田　青年学校？青年学校というのがあった

んだ？

千田　青年学校という学校知らないだろう？

吉田　わかりません。何処にあったんですか

？

千田　東京の会社に青年学校があったんだ

よ。

吉田　会社にあったんですか。

千田　東京の勤めた会社の青年学校に行った

のさ。

吉田　青年学校は何年制ですか？　３年？

千田　本科が３年で研究科が２年だな。

吉田　何年通ったんですか？

千田　給料もらいながら、５年間通ったな。

　　　会社の養成校なの。それで３年間は、

　　　午前中が勉強で午後からが、その当時

だから教練と実習と仕事の方の基礎教

育、それが３年間よ。仕事をするにつ

いての必要なことを叩き込むわけだ。

　　　飛行機のメーターは、アメリカの会社

だったんだよ。だから全部英語なのよ。

　　　ローマ字もアルファベットも知らない

んだもの。小学校なんかでは教わらな

いんだから本当にえらい目にあった。

吉田　それは何年までいたんですか。

千田　昭和16年まで。14年に入ったんだから、

そっから研究科に入ったわけよ。

　　　あとは毎日遊んでたのよ。

吉田　その会社に勤めていたんですよね？

千田　20年までその会社にいた。だから３年

間はみっちり勉強させられていたんだ

３年間というのは要するに、会社の製

品には全然手をつけてないんだ。

　　　本当に基礎教育だけだったんだ。

吉田　３年間も。
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● インタビュー

貞四郎さんの昔話

水沢支部　吉　田　春　男



千田　昔はそうして月給がもらえた、着せら

れて食べさせられて、人数が200人ぐ

らいいたな。あそこの会社では本社が

川崎にあって、東京にそういう人だけ

を養成する工場をつくったのさ。だか

ら３年間というのは、全然製品に手を

つけないで基礎教育だったの。今は全

然いないが、戦後もみんな集まって、

　　　その当時の先生の人たちもずっと来て

いたんだけど、よくあんなにして飯を

食べさせて、遊ばせて。そして勉強も

運動もなんでもあったな。よくやった

もんだ。

　　　その当時はね国からの補助があったか

らやれたんだ。

吉田　なんという会社だったんですか？

千田　東京航空計器株式会社と言う会社。

吉田　なるほどね　飛行機のメーターを作っ

ているような会社だ。

千田　だから16年からだな会社の製品の部品

に手をかけ始めたのは。要するにね職

人を入れないでね、職人を中に入れる

とメーターには検査があって検査を通

らなければ製品にならないんだから。

　　　なんでも検査通るように職人たちは仕

上げていくから。それじゃあ駄目だか

らというので、基礎教育からつめこん

で、それでやろうというのが会社の狙

いだったらしい。だから昭和19年の年

には本社の職人は一切入れないで、こ

のグループだけで製品を仕上げたの。

　　　非常に合格率が良かった。だから社長

が私が目論んだことは間違ってなかっ

たと訓示で喋ってたな。

吉田　そこには19年までいたんですか？

千田　20年までいた。

吉田　20年まで、戦争が終わるまで？

千田　20年の８月に帰ってきた。８月の初め

に７月いっぱいいたな。８月に帰って

きて兵隊にいくから、入隊は20年の９

月１日だった。

　　　本当は兵隊検査が昭和19年にあったの。

兵隊検査というのは満20歳の年が兵隊

検査なんだけれども、その年から１年

繰り上げて19歳で兵隊検査になったの

よ。

　　　兵隊に行くとなっていたときに、19年

の９月１日に入ることになっていたん

だけれども、仕事が軍関係の仕事のた

めに１年延ばされて19年が20年の９月

１日になったのよ。19年の春に東京か

ら静岡に疎開して、１年居て20年の４

月に今度長野に疎開した。

吉田　20年の８月に帰ってきてまもなく戦争

が終わったと。

千田　終戦になって大体２年くらい遊んだな。

吉田　家にいたんですか。

千田　家にいて家の仕事を手伝って、22年の

12月から土地連に勤めたな。今の土地

連、昔は県の耕地協会といったんだ。

　　　そこに何故入ったかというとね、うち

の親父が区画整理、昔の耕地整理組合

ひとつもっていたの。組合長をやって

いたの。そいつが換地の手続きをしな

いでほっぽらかしていたの。今なら工

事の終わった翌年に清算しなさいとい

うことになっているんだが、当時はそ

ういう制限がなかったから大正あたり

からのやつがいっぱい残っていたん

だ。県下に何万町歩と残っていたの。
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	 それでそいつを解消すべく岩手県が、

　　　その換地の講習会を水沢の公民館で半

月やったの。

　　　それに親父が耕地整理組合持っていた

から、「おまえもただ居ないで行って

みたら良いんじゃないか」と言われて

講習を受けた。講習を受けて終わった

後に、勤めたい人は採用しますよとい

う話だったのが今の土地連、当時の耕

地協会だったのよ。

　　　その頃には結構講習受けた人が多かっ

たけれども勤めたのが10人くらいだっ

た。

　　　耕地整理組合に入った人もいたし。

吉田　そして勤め始めたんですね。

千田　そう土地連に22年の12月から。

吉田　勤め始めてから何年いたんですか？

千田　土地連に30年までいた、換地の処理を

する団体が宮城県ではね、以前から個

人でやっているところがあって、そこ

が非常にいい成績をあげていたので県

でもなんとしてもその団体をほしい

と。お前たちがやれと言われて、30年

にその土地連に居た５人で会社を作れ

と言われて作った会社が、今ある土地

改良換地計画事務所なのよ。30年に土

地連を辞めて、それで８月から水沢に

看板をあげたのよ。

吉田　そういう事情があったんですね。いっ

ぱい残っていた仕事があったわけだ。

千田　そう　県下でね。だからこの30年から

50年あたりまで50年の終わりあたりま

でだな、毎月毎年県からお前たち今年

はこことここの地区をやれと、その頃

は換地処分の補助金があったから、仕

事はもらえるし補助金もらえるし、良

い会社だったのよ。それで水沢に来て

４人で始めた。１人の人は胆沢平野土

地改良区にいったから、４人でやった。

吉田　30年ということは調査士はもっと早い

の？

千田　調査士は35年だもの。測量士補の試験

が26年で、その時受けたら受かったの

よ。

吉田　調査士って20何年じゃないんですか、

　　　最初は。

千田　昭和26年に測量士補の資格もらった。

　　　35年に法務局に行ったら、「千田さん

何か資格持ってるの？」って聞かれて、

その頃は宅建と土地改良換地士も持っ

てたから、「そんなに持っているので

あれば調査士の申告制が今月で終わり

だよ」って言われた。それから証明書

なんかを県から取らないといけなかっ

たから急いで申告して調査士の資格を

もらったのよ。

吉田　それで換地事務所の仕事しながら調査

士やってたの？

千田　分筆とかは土地改良もやらなきゃなら

ないから。

吉田　地区内外の分筆とかあるからね。

千田　分筆だけは人並みに覚えてやったんだ。

図面に書く紙はカーボン紙を使ってた

んだ。昔の見ればそうだろ。

吉田　市役所で持ってる和紙に書いたやつね。

千田　だって最初は税務署だったんだ。土地

台帳は税務署、登記簿は法務局。だか

ら税務署にだして分筆が通れば証明書

を法務局に持って行って分筆の登記を

したんだ。



29

吉田　そういうやりかたなんだ。

千田　それが全部法務局にきたのが一元化作

業なのよ。

吉田　昭和22年頃はどういう測量をしていた

んですか？

千田　平板でやった。トラバース測量も教え

られて。

吉田　トラバースなんかはトランシットでや

ったんですか？

千田　トランシットでな。俺はスチールテー

プまで使ってやらなかったな。

吉田　何を使ってたんですか？

千田　土地連の国調とかはスチール使ったけ

ど、20㎏のはかりをかけて両方から引

っ張って使ったんだが、俺はそこまで

やらなかったな。竹尺を使ったんだ最

初は。

吉田　竹尺？何ｍなんですか？

千田　10間ものだった。

吉田　18ｍもあるんですか？

千田　もう少しあったかな？測量には束にま

とめて、平板をリュックに入れて、三

脚を担いで測量に歩いたものだ。

吉田　竹を丸っこくするの？

千田　つないだやつよ。だから使っているう

ちに折れるのよ。折れたとき今度はそ

れを接がないとだめなんだ、大変だっ

たな。そうしているうちにビニールの、

銅線にビニール被覆させたものが出た

んだ。それでもやっぱりいくらか伸び

たな。

	 その後にスチールテープ、30ｍかな一

番最初は。

吉田　こないだまでそんなのやってましたね。

だって光波が出てきたのは最近の話だ

から。

千田　最近の話だな。

吉田　やっぱり平板の時代が結構長かったん

ですね。

千田　まずトラバースやって図面を書くとき

に全部XいくらYいくらと手でみんな

方眼紙にプロットするの。

吉田　私も、最初方眼紙でした。

千田　その頃に県を退職した人で佐藤和平さ

んという人がいたんだけども、岩手県

では測量の大家と言われた人で、その

人が土地連に来たので、その人につい

て県下の土地改良やるところの従前地

の調査、三角点からトラバース測量、

	 一筆測量したものだ。25年からは５年

かかって鹿妻穴堰の測量した。

吉田　鹿妻穴堰？

千田　鹿妻穴堰というのは盛岡から仙北町か

ら日詰まで。

吉田　行って来たんですか？

千田　そう。毎年秋になると行くんだけど、

	 稲刈りが終わってから民家に止まって

測量したな。その頃は三角測量じゃな

いんだよ。あれどういうふうに、俺も

理屈だけ教えられたんだが。確か緯度

経度から出すんだと思うけど。その点

の北極星がいちばん北に行くときの時

間を、女の職員を水沢の天文台によこ

してね。それ聞かせて来るんだっけな。

「データこれ持って、行けばわかるから

もらって来い」てね。

　　　それを持ってきて何月何日何時何分北

極星が一番北に行くとき、トランシッ

トでそれを覗けってことだったな、そ

の時間に、それを下におろすの。それ



で方位角がでるんだ。20ｍか30ｍ先に

５ｍくらいの板を打って何時何分何秒

の方位をおろすのよ。こことここの点

がでるだろ？ここの方位角。それから

何点落としたかな、三角点のように落

として、三角点なんかも使ったな。三

角点の座標があるからそれにぶつけて

みるんだな。そんなにして測量したな、

夜中に。

	 基準点がでれば今度トランシットでト

ラバース測量して、４人くらいで器械

を持ってやったものだ。

吉田　それはなに、北極星を見て北方向をあ

わせて。

千田　方位角だけ合えばよし、どれくらいの

誤差まで良しとしたもんだかな。そう

いうふうにして、三角点からの次の点

を落として行ったわけだ。そう言うふ

うにしてやったんだ。

吉田　距離が長すぎて測れないから、方位角

だけきちっと合わせてその間を測って

	 いくんだね。

千田　三角点探して、基準点もこの山のこの

辺にあるから行って来いなんて言われ

てな。

　　　行ってみるとやっぱりあるんだっけ。そ

んなにして図面を作ったな。

　　　そんなに精度の悪い測量ではなかった

と思うな。だってトラバースはやる、

	 杭打ちはやる、平板やって、レベルや

ってだろ。足跡の付かない所がないく

らい測ったんだ。そんな事をしていた

から本当に本格的に調査士始めたのは

55年だな。

	 始めは土地調査士だった、家屋なんて

全然やったことなかった。50年頃は、

仲間に「調査士の登録したほうが良い

んだ」って言っても「なにそんなの」

	 って言われるような資格だったな。そ

れから換地事務所を60年に退職して調

査士１本で今まで来ているんだ。

　この後も、色々話を聞いたのですがあまり

に長くなるのでこの辺で終わります。昔の測

量の話は興味深く聞かせてもらいました、特

に竹尺の話ははじめて聞きました。どんなも

のか想像してみると「巨大な物差し」でしょ

うか？竹は湿度に影響されにくいから物差し

に使っていることは知っていましたが、割と

長い距離を測るとは知りませんでした。１間

の長さでも取り扱いに苦労しそうなのに10間

の長さではどんな風にして持って歩くの？距

離を読むときはどんな風に使うの？とげが刺

さらない？想像できないところもあります

ね。

　北極星の件はなんとなく、う～んと正確な

コンパス測量という感じですかね。

　それと、昭和14年とかの時期に社員教育が

すばらしく整っていたことにはびっくりしま

した。ずいぶんお金をかけて教育していたも

のなんですね。それに社長の考えも検査に通

すだけの職人でなく、教育された人材でもっ

ともっと良い物を作り出そうと言う志があっ

てのことなんでしょう。会社を改革して行く、

現在でも重要テーマですね。

　　　

　しかし、千田さんを見ていると、齢88にし

て趣味があって、好奇心旺盛で、体は丈夫だ

し、理想的な歳の取り方をしているなと思わ
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ずにはいられません。

　私がその歳まで生きていても、仕事もでき

ないだろうし、寝たきりがせいぜいでしょう

ね、何時までも元気でおられることを願わず

にいられません。
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宮古支部「支部名称変更」について
　標記の件について、現在・宮古支部と称す

るところ、新・名称「沿岸支部」と変更しま

すので、会則第71条第２項の規程により届け

出をいたします。

　尚、菅原会長の承認を得ました後は、平成

25年度通常総会より「沿岸支部」名を使用し

たいと考えています。

宮古支部名称変更についての審議経過

平成23年11月５日	 第３回支部役員会

	 役員に対して、会員から

支部名称変更の要望がよ

せられる

平成24年４月21日	 定時総会

	 支部名称変更について、

	 議事として上程される

	 支部全会員25名、出席会

員21名、委任状提出４名

（議事事項一切の委任を

含む）

	 変更する事に賛成会員16

名・76％、支部名称変更

することに決定する

	 支部名称については、改

めて全支部会員にたいし

て、アンケートを実施し

て要望を確認する事に決

定

平成24年９月29日	 会員・全員集会

	 支部名称のアンケート用

紙を配布・記入そして回

収する

	 欠席会員からは、ＦＡＸ

で提出を求める

	 アンケート結果の取り扱

いについては、役員会に

一任することに決定する

平成24年11月29日	 第３回支部長会で、会長

・支部長各位に、宮古支

部名称変更する事につい

ての動向・アンケートの

結果を公表する

平成24年12月８日	 第３回支部役員会

	 役員会に一任されていた

アンケートの取り扱いに

ついて、熟慮・慎重に検

討したところ、アンケー

トの結果を尊重する事と

し、全支部会員24名（未

提出：１名）の内15名・

63％の支持を得ました

「沿岸支部」 が穏当との

結論を、出席した役員全

員で一致を見ました

	 よって、新支部名称を「沿
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● フリー寄稿

宮古支部名称変更への栞

宮古支部長　見　上　英　克
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岸支部」と決定しました

平成24年12月10日	 支部会員全員に対してア

ンケートの結果及び役員

会での審査の内容そし

て、その結果を通知しま

した

	 平成24年12月21日	

現時点での、支部会員か

らの質疑等はありません

　上記のとおり、通知致します。

　お執り計らいの程、宜しくお願い申しあげ

ます。



　平成25年４月からのＮＨＫ連続小説ドラマ

「あまちゃん」のロケ地として、久慈市の小袖

海岸が取り上げられました。

　県北の人間として大変喜ばしく思います。

この流れで今度は、大河ドラマのほうで九戸

政実を取り上げてもらえれば…。

　え、ご存知ありませんか？我らが九戸村よ

り誕生した武将ですよ？　あ、知らない…。

そうですよねぇ…。

　え！？聞いたことある！？それはなんとも

博識に止まらず深識に富んでおられますね！

あるいは歴ヲタげほんごほん。

　そうです、あの天下人、豊臣秀吉をwikiっ

てもらえれば名前が出てくるアレです。

　まぁ、歴史の解釈についてはあえてふれず、

九戸政実の生誕の地、九戸村について少しご

紹介させて頂きます。

　山村＝九戸村。これ以上の説明は必要あり

ません。山々に囲まれたのどかな村で、豊か

な自然の恩恵を受けております。

　意外と交通の便もよく、高速道路のＩＣが

ありますし、お隣りの二戸市では新幹線を利

用できますので、冒頭の小袖海岸に向かう際

の最寄りポイントとも言えましょう。（宣伝）

　さて、九戸村の一大イベントといえばやは

り「おまつり」ですが、九戸まつり、産業芸

術文化まつりとある中、今回は戸田かぼちゃ

まつりをご紹介します。

　1989年から始まったこのまつりも今回で23

回目となり、益々の盛況でありました。

　大なり小なり特大なりのかぼちゃに装飾・

デコレーションを施して、九戸村戸田を縦断

する国道340号線沿いにずらりと陳列するこ

と２週間。その中日である10月７日まつり当

日には、重さや美しさを競うかぼちゃコンテ

スト、どこに転がるかわからないかぼちゃボ

ウリングなどで盛り上がり、また郷土芸能、

郷土料理を楽しむことができました。

　ちなみに昨今日本でもブームとなっている

ハロウィンとは全くの別物です。Treat（お

もてなし）はあってもTrick（いたずら）はあ

りません！ただ、街灯の少ない夜道で、車の
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● ● 支部・地域の PR

第23回　戸田かぼちゃまつり

二戸久慈支部　下斗米　佑　太



ライトに照らし出されて現れるデコかぼちゃ

に一瞬Terrify（びっくり）させられることは

あるかもしれませんが。

　びっくりといえば今回、関東のららぽーと

さんと戸田かぼちゃまつりがコラボさせて頂

きました。このことで、より多くの方々に九

戸村のかぼちゃを楽しんでもらえたのであれ

ば、歓喜感激、飴・あられを子供たちに配り

たくもなりますね。

　まだまだ伝えきれない魅力はありますが、

字数制限があるそうなのでこの辺で。

　山村＝九戸村。６字で説明できるこの村の、

魅力、奥深さは千言万語。

　まんず良いとこだすけぁ寄ってってけで♪
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　趣味で写真を撮っています。

　飲み会の写真も多いですが、家族の表情や

美味しかった食べ物、厳かな伝統行事の写真

が多いです。写真の良さは一瞬の表情を切り

取る事が出来、生で見る迫力とは別の一瞬の

表情を残す事が出来ます。

　観光で伝統行事を見る時とは違い、写真を

撮る時はその成り立ちから歴史を調べた上で

写真と一緒にレポートを添える様にしていま

す。

　盛岡三大祭りに数えられるさんさ踊りは各

地区の流派によって振り付けや衣装が異なり

全く違う踊りを見せてくれます。私のオスス

メはやはり清流会と黒川さんさです。何度も

写真を撮っていますが、暗がりであのダイナ

ミックな動きを捉えるのは至難の業です。

　チャグチャグ

馬コはカメラ小

僧にとっては戦

場です。市内を

練り歩く馬コ達

の先回りをして

良い撮影ポジシ

ョンを獲得する

ために凌ぎを削

ります。ちなみ

に滝沢村観光協会主催で行われる写真コンテ

ストは平成24年は行われませんでしたので今

年は復活して欲しいです。

　盛岡八幡宮は例大祭の山車や流鏑馬、裸参

りなど行事が盛り沢山です。裸参りを撮るよ

うになり知ったことがあります。裸参りの列

が通ったら道路を渡りたくても決して横切っ

「ファインダーの中のお祭り」

盛岡支部　浅　沼　智　之



てはいけません。裸参りは願掛けの為に参加

するのですが三年続けてやっと成就すると言

われています。列を横切る事は願いが切れる

事を意味しており制止されているにも関わら

ず知らずに横切ろうとすると思いっきり怒鳴

られますのでお気を付け下さい。知っていれ

ばこそ常識ですが知らない人も多いのではと

思います。

　私の地元の大宮神社では神楽が有名です。

坂上田村麻呂が奉納した大宮神社を起源とす

る1200年以上の歴史を背景として、一般の神

楽が野武士達が伝えてきたものと比べても神

社主導で伝えられてきた事は歴史的価値がと

ても高いです。大宮神社の例大祭は終盤にさ

んさ踊りの輪が出来ます。何げに集まった近

所のおばちゃんから恥ずかしがる小学生まで

同じ踊りを踊れる事にさんさ文化が深く浸透

していると関心させられ誇りに思う事が出来

ます。

　最後に歴史は浅いですが鉈屋町で行われ

賑わいを見せている旧暦の雛祭りを紹介し

ます。盛岡町並み塾が中心になり盛岡町家な

ど約40軒が伝統ある雛人形を飾り、特別公開

します。鉈屋町は江戸時代から明治時代にか

けて形成された盛岡町家を残す数少ない通

りとなっており、雛巡りとともに伝統的な町

家の町並みを楽しむことが出来ます。陶器製

の雛人形など珍しいものがあり興味深い内

容です。前回前々回と私の撮った写真をポス

ターとして採用して頂いているので尚一層

盛り上がって欲しいです。

　今年は息子が１歳になり、ますますカメラ

片手に家族で外出する機会が増えそうです。

息子にもいろいろな文化に触れ興味を持っ

て貰いたいです。
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　皆様日々の職務大変ご苦労様です。境界立

会いに、書類にと頭をつかい、悩み、苦労さ

れていると思います。 そんな中、｢至福の時

間」を皆様はいかがお考えでしょうか。無事

立会が終わり、依頼者の笑顔を見たときでし

ょうか。現場が終わり、家でビールを喉に流

し込んだときでしょうか。はたまた、入金を

確認した通帳を見たときでしょうか。人それ

ぞれお考えはあると思います。私は、すべて

です（笑）。とはいえ、難しい仕事をしている

わけですから、その仕事を忘れ、楽しむこと

も必要だと思います。

　そこで、私が仕事も忘れ、一番楽しんでい

られる時
と き

間を紹介したいと思います。毎年９

月第二週の金曜、 土曜、 日曜日に開催され

る「花巻祭り」です。花巻祭りは、慶長18年

（1613年）、花巻開町の祖と言われる花巻郡代

の北
きたしょうさい

松斉の没後、花巻の町人が松斉を敬慕し

て祭を行ったのが始まりと言われています。

そして現在まで400年の歴史と伝統を誇り、花

巻市城内にあります鳥谷ヶ崎神社祭礼として

今日に至っております。花巻地方の最高峰で

ある早池峰山の南麓に伝承される山伏神楽を

主流として、ダイナミックな演舞の神楽権現

｢花巻祭り｣

花巻支部　上　田　直　輝
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舞。岩手を代表する郷土芸能鹿
ししおどり

踊。囃子、大

太鼓、小太鼓、笛、三味線が調和して祇園調

を漂わせ深い情感と優雅な気品な花巻囃子。

花巻まつりの呼び物の各町内から繰り出す力

作揃いの風流山車。

　そしてなんといっても私が大好きな神輿。

かつて町内に、造り酒屋が多くあったことか

ら酒樽を利用した神輿を造り、若者達が担い

でまつりを盛り立てたそうです。現在は、子

ども神輿から大人神輿まで約140基もの神輿

が一斉に花巻市上町通りを埋め尽くします。

一度のまつりで参加する基数としては日本一

であり圧巻です。その神輿に私は、小学校１

年生の頃から携わってきました。現在は自分

達の仲間で神輿を出し、お世話になっている

花巻市内に「わっしょい」と叫び、日ごろの

感謝の気持ちを込め、神様を担がせてもらっ

ております。この３日間だけは、花巻中から

人が溢れ、花巻の街が活気あふれます。その

時
と き

間が本当に大好きです。必ず毎年仕事を休

み、仲間や家族と楽しんでおります。皆様も、

是非、足を運んで頂き、花巻の街を楽しんで

みてはいかがでしょうか。

　最後に、花巻を代表する詩人宮沢賢治も詩

っております。「方十里稗貫のみかも　稲熟れ

て　み祭三日」〔現代語訳〕十里四方、この稗

貫地方（花巻市）だけでしょうか。稲は熟れ

て、（この）鳥谷ヶ崎神社の秋祭の三日間の空

は晴れ渡っています。この年、稗貫地方一体

は空前の豊作にわいたそうです。ということ

で、大豊作で喜びあえる時代の到来と、皆様

の今後ますますの活躍に記念申し上げ、大好

きな「花巻祭り」の紹介にかえさせて頂きま

す。御高覧賜りありがとうございました。
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『地元の蘇
 そ みんさい

民祭の思い出』

一関支部　三　瓶　伸　樹

　蘇民祭というと黒石寺蘇民祭が有名です

が、私の地元にも有名ではありませんが実は

あります。

　歴史がどれ程のものか私は知りません。よ

そでは千年以上の所もあるようです。私が参

加したのは７年ぐらい前のことですが思い出

しながら書いてみたいと思います。

　一関市大東町鳥海に興田神社はあります。

（以前は妙見山法眼寺と号した。明治に興田神

社と改称され現在に至る。）本殿軒下の彫刻は

一見の価値あり。推定樹齢伝承1000年の杉の

木も見所ですと紹介されています。（ネット情

報）

　ここでは毎年１月４日前後に正月厄除の行

事として蘇民祭が行われています。町内には

他にも神社はありますが蘇民祭は行われてい

ない模様。昭和30年頃が最盛期で、30から40

人の参加者があったそうです。見物客も大勢

出たらしい。年々参加者は減少傾向にあり一

時途絶えたが、関係者の尽力で復活。近年は

１月４日の開催が定着している。

　午前３時頃、大東町開発センター内の和室

にて神事を行った後、蘇民袋を保持した男衆

が「豆からのぼり」と称して３㎞ほどを興田

神社まで登ります。

　山腹にある神社の本殿で祈願祭を行った後

	 ５時頃からサイトギに点火し火と煙で厄を

祓う『ヒタキノボリ』が行われ、その後、鐘

楼にて二階から撒かれる蘇民駒を奪い合う。

	　そののち蘇民袋を保持したままもみ合っ

た集団が山門から下山し、町場へとむかい、

夜も白白と明けた６時頃に町中で地元民から

時折水をかけられながら最後の揉み合いが行

われ蘇民袋の取り主が決まり、めでたく終わ

りとなります。
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　子供の頃から祭りの存在自体は知っていた

のですが、時間が深夜からだったり、寒かっ

たり、おまけに興味もあまりないということ

で実は１度も観たことがありませんでした。

　私の場合はというと、42の歳祝いの席上『誰

が蘇民祭参加するの？』の声があがり、運悪

く？比較的健康体だった私は皆の推薦もあり

めでたく参加する運びとなったのでした。

　いちばん記憶にあるのは『ヒタキノボリ』

です。神社までの裸参りが済んで、皆、暖を

とろうと火に集まってほっこりしていたとこ

ろ、なぜかもうもうと煙の立ち込める松木の

上に上がるのだという。最初は「これに上って

！」と言われても「冗談でしょ！」と思って

聞き流していたのですが、これも厄除けなの

だそうな。しばらく誰も上がらないのでとに

かく言われた通り上がりました。煙が目にし

みて辛かったことは言うまでもありません。
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広報：事務所の構成は？

鈴木：私と補助者１人の基本２名で仕事をし

ています。弟（社会保険労務士）との

合同事務所です。

広報：合同事務所のメリットは何かあります

か。

鈴木：事務機器が共用できることがメリット

ですが現状ではそれ以外メリットはあ

まりないように思います。

広報：調査士になろうと思ったきっかけは？

鈴木：教師である父の教え子のなかに、土地

家屋調査士になって活躍している人が

いて、その話を父から聞く機会があっ

て士業を知り、意識するきっかけにな

りました。

広報：開業後改めて感じることは？

鈴木：実は実務イメージが全く浮かばず、又

何も考えていなかったのです。いざ現

場に出てみて、夏のむし暑さだったり

冬の寒さをより肌で感じるようになり

ました。夏場の業務で藪の中とかに入

ることになると今でも泣きたくなりま

す。そんなときは虫除けにベープ３個

ぐらい身につけて突入します。（笑）

広報：業務上普段心がけていることは？	

鈴木：相手になるべくわかりやすく話をする

ように心がけています。私にとっては

非常に難しいことです。それから私的

になぜか『ため息をつくと幸せは逃げ

てしまう。』と思っているので、つかな

いようにしています。（笑）

	（愛犬の写真、遺影とまちがわれるのでは？

と言う話になりましたが健在です。カメラマ

ンが下手で写真は飛んでしまいましたが確か

にかわいい犬です。）
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● ● 

「鈴木数子事務所（一関支部）」

● 事務所訪問（鈴木数子事務所）

前説

　今回は、一関で開業している鈴木数子さ

んです。

　前々回、前回に続き女性調査士事務所パ

ート３となるわけですが、なにしろ読者が

ほぼ男性なので女性の話のほうが嬉しいだ

ろう！と言う事で、出身は一関市大東町、平

成15年合格の後、水沢、一関の調査士事務

所で補助者をし、平成21年開業。社会保険

労務士と合同事務所を構える鈴木数子さん

からいろいろお話を伺いたいと思います。



広報：印象に残る仕事は？

鈴木：特定の仕事ではないです。でも、立会

等で話をしてみると地権者が、土地に

それぞれ色々且つ強い思いがあるんだ

なということがわかってきました。私

も所有者の気持ちをより理解できるよ

う、そういう意味では、１回不動産を

持ってみたいです。

広報：心に残る先輩等のアドバイスはありま

すか。

鈴木：『準備ができたらすぐ申請すること！』

という一見当然のことのようなアドバ

イスを頂いたのですが、実はそこに深

い意味があるように私は思いました。

	 私が申請に踏み切れず躊躇するであろ

う姿が目に浮かんだのではないかと思

われます。たぶん。

広報：今の自分に必要なものがあるとすれば

何ですか。

鈴木：有りすぎてなんともお答えできませ

ん。（笑）知識や技術もまだまだだなと

いつも思います。人への配慮など足り

ないと思うことは沢山あって、仕事が

終わるたびに毎回反省です。また、『あ

の時こうしていれば今こんなことにな

ってなかったのに』とよく思います。

	 少なくとも自分自身が納得できるよう

に仕事の段取りを無駄のないようにも

っと良くしていきたいです。

広報：ストレス発散法は？

鈴木：昔から『寝ること』が大好きです。夕

方５時とか６時でも普通に寝られると

思います。また、仕事に限らずがんば

ったなと思ったときは自分で自分にご

褒美をあげます。それが結構頻繁なの

で娘からは『お母さん自分にご褒美あ

げ過ぎー！』とか言われてしまいます。

（笑）これがストレス発散になってい

るのでしょうか？それでも、たまーに

『やけ食い』になったりとか。好き嫌い

があまりないので、甘いものに限らず

なんでもやけ食いの対象になってしま

います。次の日は必ず後悔しますけど。

（笑）

　　　ストレス発散とは少し違うと思います

が、娘との日頃の他愛もない会話や実

家で飼っている犬が遊んでいるしぐさ

とかを眺めていることですごく幸せを

感じたり、だいぶ『癒されているなー』

と感じます。

広報：趣味はありますか？

鈴木：基本的にもともと体を動かすことが好

きで、以前は家の近所を早朝ウォーキ

ングしていたのですが、10年程前から

花粉症になってしまい外にあまり出な

くなってしまいました。そこで、ちょ

っとした時間に室内で何かできないか

考えていたところ、筋トレ系？のＤＶ
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Ｄがあることを知り、それを観ながら

体を動かすことに最近はハマッていま

す。『やってみるとけっこう体に効くん

ですよ！』効きすぎて止めてしまった

ものもあります。『ビリー』とか『モ

ムチャン』とか私って結構オタクです

（笑）。他にヨガにも最近ちょっと興味

がでてきたのでこれからやってみよう

かなと考えている最中です。

広報：今すぐにでもほしいものは？

鈴木：正直ほしいものは沢山有るのですが、

　　　もしもただで貰えるとしたらＧＰＳ測

量機とか、仕事専用の車です。有れば

すごく便利ですし。仕事で泥まみれに

なった車をみるとちょっと悲しくなり

ます。

	

《取材後》

　お忙しい中、貴重な時間を割いていただき、

大変ありがとうございました。

　夜６時から７時半過ぎまで毎度同じような

質問ばかりで時間をつぶさせてしましまし

た。しかし、嫌な顔一つせず、真剣に答えて

頂きました。

　事務所は木製のオシャレなオフィス家具と

きれいに整理されている室内で、いかにも女

性らしさにあふれていると言う印象が残る事

務所でした。「娘さんと愛犬と甘いものが大好

きなんだな」と思わせる素敵な方でした。再

度ですが本当に忙しいなか現場から戻ってす

ぐにも関わらず、快く取材に応じて頂き有難

うございました。

　　　　　　	（取材　一関支部　三瓶伸樹　

　　　　　　　　　		水沢支部　吉田春男）
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● 新入会員の紹介

　建設業に従事していた頃、測量業務が苦に

ならなかったことが、調査士業を選択させた

大きな要因だったと思う。もちろん、いざ資

格取得を目指し始めると、直ぐに調査士業が

測量業ではなく、法律家であることに気付く。

五十歳を過ぎ、サラリーマンの終点がはっき

りと見えてきた。 これからの時代、60歳定

年、悠々年金生活といかないことは明らかだ

った。

　平成24年２月20日、盛岡市長橋町（イオン

盛岡店近郊）に開業、補助者経験なしでペー

パードライバーがいきなりハンドルを握った

ようなもの。あるのは若干の人生経験と私を

信じてくれる家族の応援。今更焦る必要もな

いな、妻に補助者をお願いし、無理せずやろ

うと決めた。調査士業務の実績もなければ、

体力もないのだから。

　最初の仕事は『３.11祈りの灯火』ボランテ

ィア、冷たい霙
みぞれ

の中、まるで被災した人々の

気持ちの様で、今後の仕事も人々の為になる

よう心掛けねばと想いながら、一つ一つ灯篭

に明かりを灯しました。

　厳しい時代なればこそ、品位を持って調査

士の職責を担っていきたいと思います。

川
かわ

　村
むら

　祐
ゆう

　孝
こう

事務所：盛岡市長橋町７番26号

略　歴：昭和49年　盛岡工業高等学校土木科卒業

昭和55年　東北工業大学土木工学科卒業
昭和55年　株式会社伊藤組入社
平成21年　土地家屋調査士試験合格
平成24年　土地家屋調査士登録
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　皆様こんにちは。この度入会しました永野

智之と申します。

　私は今まで取り留め勉学には励んだ事もな

く社会人となり、いくつかの業種での仕事を

経たその後に土地家屋調査士となりました。

今振り返るとなぜこの仕事にたどり着いたの

かを不思議に思う事もあります。当時は自分

自身に何か仕事に活かせる技術を身に付けた

いと思いはあったものの、いざそれはなんな

のかを模索せず過ごしていました。測量会社

に勤めてもいましたが、その頃は土地家屋調

査士の資格名さえ知りませんでした。

　そんな私も補助者として働き始め、日々業

務に邁進する中に沸々と資格取得への意気込

みが高鳴り、何とか取得開業ができ現在に至

ります。これもひとえに周囲の方々のご支援

があり今があると常々感じております。

　そしてこれからこそが、そのお世話になっ

た方々や社会のお役にたてる時と心し、今日

の初心を忘れずに土地家屋調査士として日々

勉強し続け、自己の成長にもつなげていけた

らと思います。

　未熟者では御座いますが、どうぞこれから

宜しくお願い致します。

永
なが

　野
の

　智
とも

　之
ゆき

事務所：盛岡市津志田中央三丁目27番27号

略　歴：平成８年　盛岡市立高等学校	商業科	卒業

平成９年　岩手県立職業訓練校	設計科	卒業
平成９年　㈱北日本技術
平成16年　㈲オーエム
平成23年　土地家屋調査士試験合格
平成24年　土地家屋調査士登録

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
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　平成24年３月に登録しました瀬川真と申し

ます。私は、調査士とは無縁の会社勤めをし

ていましたが、内業と測量を両立させてこな

す独特な職務に興味を抱き、異業種から調査

士を目指すことを決意、２回目の受験で何と

か合格しました。未経験のド素人が、即開業

し年を越すことも出来ましたのも、私のよう

な何処の馬の骨か判らない世間知らずな者に

無償でＴＳを譲り、器械の立て方という基本

からご指導頂いた本庄大輔さんや、水沢支部

の方々の厚いご支援とご指導のお陰でありま

す。また「資金も無いから、まずは自宅で開

業…」と考えておりました。しかし、黎明の

新入会員の紹介を拝読したところ、多くの方

々が、親が調査士或いは、補助者や測量業務

を経て開業しているのに、未経験の新人が自

宅で開業しても誰も相手にしないだろうと痛

感、その時、運よく司法書士の湊多嘉喜先生

から「２階の事務所が空いているから、一緒

にやらないか？」とお声を掛けて頂き、現在

の事務所を構えることとなりました。このよ

うに、多くの方々の支えが無ければ、開業１

年を迎えることは無かったと思います。

　私は、お恥ずかしいですが、略歴の通り学

業と畑違いの会社に就職し、その後も異業種

へ転職し、40歳目前にも関わらず、自分の意

志に一本芯が無い、情けない半生でありまし

た。調査士業で喰っていくと決心したからに

は、「不惑」の文字通り、惑わずに、諸先輩方

々に一日も早く追いつける様、感謝の気持ち

を忘れずに、日々鍛錬する覚悟であります。

まだまだ未熟者でありますので、皆様今後と

もご指導ご鞭撻宜しくお願い申し上げます。

瀬
せ

　川
がわ

　　　真
まこと

（昭和49年４月８日生まれ　雫石町出身）

事務所：奥州市水沢区字不断町６番地５

略　歴：平成５年３月	　岩手県立盛岡第一高等学校理数科卒業

平成９年３月　東北大学工学部原子核工学科卒業
平成９年４月　小岩井乳業株式会社入社
平成18年２月　ユニカ株式会社入社
平成21年７月　ユニカ株式会社退職　浪人生活へ
平成23年11月　土地家屋調査士試験合格
平成24年３月　土地家屋調査士登録
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　岩手県土地家屋調査士会の皆様、はじめま

して宮古支部の松木と言います。宜しくお願

い致します。

　福岡出身の私ですが、今回震災復興に縁が

ありまして入会させて頂きました。

　私事ですが、昨年10月から約２ヶ月程大船

渡市のセメント工場に震災復旧工事で出張す

る機会がありその期間中に将来福岡で開業す

るつもりでしたので、勉強のため大船渡の金

事務所に測量の現場を見させていただきたい

とお願いをし後日、金先生より復興の為にも

気仙地方で開業をしてはどうか？と言う言葉

と、調査士として少しでも復興に役に立てる

ならと言う気持ちが有りまして、今回岩手会

に入会を申込み開業させて頂きました。

　私自身、実務経験が無かったので開業する

事が不安でしたが、開業前、開業後を通じて、

沢山の方の御世話になりどうにか開業して半

年を迎えることができました。

　また、私の事務所に11月からスタッフとし

て来てもらっている方も被災されています

が、元気に明るく毎日頑張ってくれています

ので尚更復興を早くと言う気持ちが強くなっ

ています。

　これからも、民法の信義誠実の原則を自分

の中の基本理念として、復興の為に業務に励

みたいと思っております。

　今後共、宜しくお願い致します。

松
まつ

　木
き

　英
ひで

　樹
き

（昭和45年２月22日生）

事務所：陸前高田市高田町字山苗代48番地２

略　歴：昭和63年　福岡県立三池工業高等学校開発土木卒業
　　　　　　　　　野球部

昭和63年～平成23年　電機メーカで品質保証業務担当
平成22年　土地家屋調査士　試験合格
平成24年　土地家屋調査士　登録

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
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● 

　事務局にて主に経理を担当しております舘

澤千鶴と申します。このたび、ご縁がありま

して６月よりお世話になっております。気が

付くと採用頂いてから７か月経っております

が、まだまだ事務局の業務に慣れず毎日あた

ふたしており、先生方にはご迷惑をお掛けし

大変申し訳なく思っております。その事で気

持ちが落ち込んでしまう時もありますが、先

生方に教えて頂いたり、励ましていただくこ

とで気持ちが楽になる事もしばしば有りつ

つ、更に我が子たちに癒され、一日一日をリ

セットし前向きに過ごしております。

　趣味などは特にありませんが、興味を持っ

た事に関しては追及したくなる性分で、地味

な資格を取ることもあります。今も気になっ

ているものがありますので、もう少し気持ち

にゆとりが出来た時には勉強してみようと思

っております。この様なインドアな私ですが

宜しくお願いします。

自己紹介

　このたび若輩者の小生が自己紹介欄を頂戴

したことは重責にて、筆を執ることに躊躇し

ておりましたが２度はない機会と腹を括り僭

越ながらこの場を借りて自己紹介文を寄稿さ

せていただきます。

　生まれは岩手県遠野市。東京の大学を卒業

した後、第一東京弁護士会にて勤務。2011年

３月11日に発生した東日本大震災のボランテ

ィア活動の中で岩手県沿岸の凄惨な状況を目

の当たりにし、外からの支援ではなく、岩手

県人として内側からともに立ち上がりたいと

思い転職を決意。

　就職難の時勢に岩手県土地家屋調査士会に

採用いただき現在、日々奮闘中です。

　事務局として至らぬ部分が多々あり先生方

にはご迷惑をおかけし申し訳ございません。

　今年は岩手県土地家屋調査士会職員として

２年目になりますので少しでも成長し先生方

に恩返しが出来ればと考えております。

　今後ともよろしくお願い申し上げます。
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舘
たて

　澤
さわ

　千
ち

　鶴
づる

小
こ

　島
じま

　奈
な お こ

緒子

● 事務局紹介

花巻空港にて 岩手山山頂直下にて
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過去10年間の会員の異動状況

会員の数並びに入会者退会者

年　度 年　月　日 会員数 法人会員 入会者 退会者

平成13年 平成14年3月31日 232名 5名 4名

平成14年 平成15年3月31日 227名 4名 9名

平成15年 平成16年3月31日 221名 5名 11名

平成16年 平成17年3月31日 215名 4名 10名

平成17年 平成18年3月31日 202名 1法人 3名・1法人 16名

平成18年 平成19年3月31日 195名 1法人 5名 12名

平成19年 平成20年3月31日 193名 1法人 4名 6名

平成20年 平成21年3月31日 186名 1法人 7名 14名

平成21年 平成22年3月31日 184名 1法人 4名 6名

平成22年 平成23年3月31日 180名 1法人 3名 7名

平成23年 平成24年3月31日 179名 1法人 6名 7名
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── 編 集 後 記 ──
　平成21年の黎明75号から発行に携わり任期最後の78号となりました。特にも今
回は震災復興業務が超多忙な中での寄稿依頼、また直接業務に関わりながらの編
集でありました。寄稿頂いた方、広報部各位、広報委員さんには大変ご苦労を御
掛けいたしました。有難うございました。毎年若干の企画をしたものの過去のス
タイルから抜け出せなく、この情報が必要なものなのかこれでいいのかと脆弱事
務所経営を背負いつつ、自問自答しながら悩んだ４年間でした。今後は後方支援
にて何らかの力になれるよう努力したいと思います。

三　浦　義　則

　震災関連の仕事で多忙な中、快く寄稿依頼に応じてくれました会員の皆様にお
礼申し上げます。２年間広報部に在籍していましたが、三浦部長に全てお任せで
何もお伝い出来ませんでした。最後の広報部会・委員会もインフルエンザで欠席
となり大変申し訳ありません。支部長２年理事２年これで会の役員は終わりとな
ります。調査士会も３分の２以上が50歳以上と聞いています若い会員は年金と同
じで一人で二人会員の面倒を見なければいけない時代となりました。私事ですが
今年で還暦となります。ねんりんピックに参加出来る歳になりました。昨年から
足の踵に異常があり役にたたないかもしれませんが、今年は高知での大会と聞い
ていますので連れていってもらえればと期待してます。震災から２年ようやく復
興の計画が動き出して来ています。私も何かお役にたてればと思っています。

慶　長　康　司

　今回はホームページの大幅なリニューアルと同時進行の委員会で、私の担当は
校正作業が主な作業でした。本業が多忙の中、快く寄稿依頼に応じてくれました
会員の皆様にお礼申し上げます。黎明の編集作業に携われ、貴重な体験をさせて
いただきました。次号はどのような立場で、この編集後記を読むのでしょうか？

権　頭　拓　也

　今回も広報委員として参加しましたが、年々寄稿を書いてくれる人がいなくな
っているような気がします。
　頼み方が悪いのか・・・皆さん業務に忙しくてかも知れませんが、広報部長、
部員、委員も大変です。
　何でも良いからいっぱい寄稿してもらってその中から選ぶ様なら楽なんでしょ
うけど。

吉　田　春　男

　昨年度と比較して、本年度は逆に投稿も少なく編集に苦労したという。（他人事
か！）会員のなかには投稿依頼を承諾後、その後の業務の膨大さから、われわれ
本来の職責を優先せざるを得ない状況に至った会員も多かったとも聞く。このよ
うな状況はいつまでも続くものではないのだろうが、その間に広報が内向きとな
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ってしまい世間一般より、いわゆる「測量屋さん」と同化してしまわないよう、
アピールは今後とも拡大継続していかなくてはならないと思う。そのような中で
本会ＨＰ刷新もすすめられており、岩手会々員のますますの情報意見発信をお願
いしたいところである。　　　

澤　口　雅　友

　広報委員として４年間編集に携わって来ましたが、内容は少しずつ良くなって
る？と思いたいです。
　色々な制約がある中での作業であり難しい部分はありますが、会員からの情報
や寄稿が不可欠ですので、今後もご協力お願い致します。
　また、４月からホームページが刷新されます。会員はもとより一般の方でも、
とても見やすくなりましたので是非、クリックしてください。

佐　藤　勝　也

　今回は編集の他に自ら記事も書いてみました。２行目以降の文章がなかなか出
てきません。四苦八苦しながら何とか書き終えました。改めて苦手分野であるこ
とを認識。例年以上に業務多忙の折、寄稿を寄せて頂いた皆さんに尊敬と感謝。

三　瓶　伸　樹

　いつの間にか春ですね。先日、千の音色でつなぐ絆コンサートに行ってきまし
た。陸前高田の流木で作成されたヴァイオリンを千人のヴァイオリニストがリレ
ーのようにその楽器を受け継ぎながら千の音色を奏でていくプロジェクトです。
一年間で約120回の公演、千回までには10年くらいかかるそうです。震災の記憶を
忘れず前に進んでいかなければなりませんね。

佐　藤　吉　和

発　行　　　岩手県土地家屋調査士会
盛岡市中野一丁目20番33号

ＴＥＬ（019）622－1276

ＦＡＸ（019）622－1281

広報部員・広報委員

三　浦　義　則　　慶　長　康　司　　権　頭　拓　也

吉　田　春　男　　澤　口　雅　友　　三　瓶　伸　樹

佐　藤　吉　和　　佐　藤　勝　也　　
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TEL : 03-5282-5166　   　FAX : 03-5282-5167

上記のものは各種保険の概要をご説明したものです。詳細は弊社までお問合わせをお願い致します。

会員皆様の自動車はもとより補助者の方
のマイカーも加入できます。

保険期間中、国内外を問わず
1）　日常の生活におけるさまざまな事故
によるケガを補償します。
2)　病気による入院を日帰り入院より補償
します。

会員が所有し管理する測量機器について
業務使用中、携行中、保管中等の偶然の
事故を補償します。

集団扱自動車保険

〒101-0061　　東京都千代田区三崎町1-2-10　土地家屋調査士会館6階

日本土地家屋調査士会連合会共済会取扱

損害保険ご紹介
数々の危険からあなたをお守りしたい

損害保険代理店　 桐 栄 サ ー ビ ス有限会社

職業賠償責任保険

団体所得補償保険

団体傷害疾病保険

測量機器総合保険

桐栄サービスの願いです

会員または補助者が業務遂行にあたり法
律上の賠償責任を負い、損害賠償金を支
払わなくてはならないときに役立ちます。

保険期間中に病気・ケガによって就業不
能となった場合、1か月につき補償額をお
支払いする制度です。（最長1年間）
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